〈 2019年4月 〉
イベント名称

開催期間

開催場所

浜松市イベント情報
住所

イベント内容
はまなすの花の人鷹野つぎ展を開催します。

はまなすの花の人
鷹野つぎ展

2月18日 ～ 6月16日 浜松文芸館

～愛と悲しみの文学をたどる～

中区早馬町
2-1

☆時間

9：00～17：00

※入場料 無料

龍潭寺
春の特別展示
「井伊家展」

浜松城公園さくらまつり

3月10日 ～ 6月30日 龍潭寺

北区引佐町
井伊谷1989

期間中、龍潭寺庭園のサツキが見頃を迎えるほか、境内の
様々な花が咲き誇ります。また、井伊家ゆかりのものなどが
展示されます。
☆時間 9：00～16：30
※拝観料 大人500円 子ども200円

3月21日 ～ 4月7日

浜松城公園

中区元城町
100-2

問合せ先
浜松文芸館
053-4533933

龍潭寺
053-5420480

3月30日 ～

4月1日

4月6日

4月7日

～

浜松城公園
中央芝生広場

中区元城町
100-2

☆ボンボリ点灯時間 18:00頃～21：00
☆浜松城開館時間 8:30～16:30

出店者自身のアート・クラフト作品、農家農園の野菜・果
物、生産者の物産、家庭の不用品などを販売する環境フェ
アです。
☆時間 10：00～16：00 （雨天中止）
■同時開催 浜松城公園さくらまつり

実相寺庭園
みやまつつじ開花

3月下旬 ～ 4月上旬 実相寺

北区引佐町
金指1371

JR浜松駅より徒歩10分。
遠州鉄道「遠州病院駅」東隣。

JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗場「奥山」行きバス50分、
「神宮寺」下車、徒歩10分。
新東名 浜松いなさICより南へ
約10分。
東名 浜松西ICより北へ約30分
または 三ケ日ICより東へ20分。

浜松城公園は、浜松随一の桜の名所として、毎年多くの花
見客でにぎわいます。天守閣を彩る満開の桜は、野面積み
JR浜松駅北口バスターミナル13
の石垣と城の黒板壁とのコントラストが美しく、見ごたえ十
番乗り場全線乗車可能、「浜松
分です。さくらまつり期間中は、約550個のボンボリが点灯
遠鉄アシスト 城公園入口」下車、徒歩2分。ま
し、夜桜見物も楽しめます。
053-4501516

※花の状況により日にちが前後する場合があります。

アース・エコ・フェア
浜松城公園2019
（浜松城公園さくらまつり）

アクセス方法

春霞の三岳連山を借景に実相寺庭園が春一番の装いを演
出します。またこの頃、庭園背後の木蓮の大木が満開時期
を迎えます。
☆時間 9：00～16：00 （無料）

たは、1番乗り場全線乗車可能、
「市役所南」下車、徒歩5分。
東名浜松ＩＣ、浜松西ＩＣより約30
分。

JR浜松駅北口バスターミナル13

文化FORUM 番乗り場全線乗車可能、「浜松
城公園入口」下車、徒歩2分。ま
浜松

たは、1番乗り場全線乗車可能、
「市役所南」下車、徒歩5分。

090-92281823
東名浜松ＩＣ、浜松西ＩＣより約30
分。

実相寺
053-5420601

JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗り場より、渋川・奥山行きに
て約40分、「金指」下車、徒歩15
分。
東名浜松西ICより国道257号経
由で約25分。

1

イベント名称

開催期間

開催場所

住所

イベント内容
秋葉ダム湖畔に約1千本の桜並木が10㎞にわたって続きま
す。

秋葉ダム
さくらまつり

3月下旬 ～ 4月上旬 秋葉ダム周辺

天竜区龍山
町
大嶺

・ライトアップ
18：00～21：00
・特産物の販売
・秋葉ダムさくらマラソン 3月31日 10：00スタート
※ライトアップ及び特産品販売の期間は、桜の開花状況に
より変更になることがあります。

問合せ先

アクセス方法

天竜区
観光協会
龍山支部

JR浜松駅から遠州鉄道に乗り
換え、西鹿島駅下車(32分)。遠
鉄「水窪」行きのバス約15分、
「西川」下車、徒歩10分。

053-9680360

新東名 浜松浜北ICより、国道
152号線を北上(約35分）

浜松市
美術館

JR浜松駅北口バスターミナル1
番乗り場より乗車約8分、「美術
館」下車。

053-4546801

東名浜松IC、東名浜松西ICから
約30分、または東名三方原ス
マートICから約15分。

■大城貞夫版画展＆浜松市美術館名品セレクション展
3月5日 ～

☆時間 9：30～17：00 （入館受付は16：30まで）

4月3日

※入館料 大人300円、高校生150円、中学生以下、70歳以
上、障がい者手帳等所持者とその介護者1名は無料
■浜松市美術館リニューアル1周年記念
没後７０年 「上村松園展」

浜松市美術館

浜松市美術館

4月27日 ～ 6月9日

中区松城町
100-1

女性として初の文化勲章を受章した近代美人画の巨匠・
上村松園の作品・約90点を展示いたします。美しく気品に満
ちた本画と、制作の参考にした古画や着物などを幅広く紹
介いたします。没後七〇年にあたり、浜松市出身の秋野不
矩をはじめとする松園賞受賞作家の作品を巡り、改めて松
園の偉業を確認いたします。
☆時間

9：30～17：00 入館は16：30まで

※会期 前期：4/27～5/19

後期：5/21～6/9

※期間中の休館日 5/7 5/13 5/20 5/27 6/3
※観覧料 大人 1,400円
障がい者手帳等所持者とその介護者1名：無料
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イベント名称

開催期間

開催場所

住所

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

浜松市
天文台

JR浜松駅北口バスターミナル7
番乗り場より、遠州浜行き、「福
島」下車、徒歩約2分。

053-4259158

東名浜松ICより、国道一号線を
南進、「福塚」交差点を左折。

■土曜星空観望会
☆日時 4/6 4/13 4/20 4/27 19：00～20：50
■太陽・昼間の星 観望会
☆日時 4/7 14：00～16：00
■親子天文教室「春の星空を楽しもう」
☆日時 4/26 19:00～21:00
浜松市天文台
または

浜松市天文台
観望会

4月6日

他

南区福島町

五島協働センター
242-1
2F講座室
（浜松市天文台
階下）

※要申込（小学生親子、兄弟同伴可、申込順40名）
4/13 14:00よりお電話でお申込みください。
※雨天実施（講座と天文台見学）
■天文ミニ講座「春の星座」
☆日時 4/20 17：30～18：30
■望遠鏡講座 （※雨天実施）
☆日時 4/21 19：00～21：00
※要申込（申込順10名）
4/6 14:00よりお電話でお申みください。
※個人の望遠鏡持参可

はままつ
フラワーパーク

浜名湖花フェスタ2019

3月21日 ～ 6月30日
浜名湖
ガーデンパーク

西区舘山寺
町
195
西区村櫛町
5475-1

浜名湖周辺の花の名所や、観光施設が一体となって、地域
の花と緑、浜名湖の旬の食材が楽しめる「浜名湖花フェスタ
2018」を開催します。花いっぱいの華やかな風景めぐりがで
きるイベントです。
浜名湖花フェ
スタ2018
☆開園時間 9：00～17：00
実行委員会
※入園料（はままつフラワーパーク）
大人(高校生以上）800円～1,000円、小・中学生400円～500円
※夜間開園日の営業時間 8：30～21：00
〃
18時以降の入園料 大人600円 小中学生300円

053-4870152

フラワーパーク：
ＪR浜松駅北口バスターミナル1
番乗り場より、「舘山寺温泉」行
きにて約40分、「フラワーパー
ク」下車すぐ。
東名3/17オープンの「舘山寺ス
マートIC」より3分。
東名浜松西ICより、県道65号・
48号線を舘山寺温泉方面へ約
15分。
ガーデンパーク：
JR浜松駅北口バスターミナル1
番乗り場より、「舘山寺温泉・村
櫛」行きにて、「ガーデンパーク」
下車。(約60分)
「浜名湖花フェスタ」開催期間中
の土日祝のみ、JR舞阪駅より臨
時バス運行。(1日3本）
東名浜松西ICより、約25分。
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イベント名称

開催期間

開催場所

住所

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

■大物盆栽展 3/21～2020/6/30 9：00～17：00
日本初！2016年「伊勢志摩サミット」にて飾られた2億円相
当の大盆栽をはじめ、樹齢150年余・樹高3～5ｍに仕立て
た巨大盆栽と庭石を 配置します。
はままつフラワーパーク
4月のイベント

■桜とチューリップの庭園 3月下旬～4月中旬
■サクラソウ展 4/13～4/21 8：30～17：30
はままつ
フラワーパーク

<浜名湖花フェスタ2019>

西区舘山寺
町
195

■桜の観察会 4/14 10:00～12:00 （先着20名様）
■花のウォーキング
☆日時 4/13 4/27 10：00～12：00 (各先着30名）

開催中！
3/21 ～ 6/30

はままつ
フラワー
パーク
053-4870511

JR浜松駅北口バスターミナル1
番乗り場より、「舘山寺温泉」行
きにて約40分、「フラワーパー
ク」下車すぐ。
東名3/17オープンの「舘山寺ス
マートIC」より3分。
東名浜松西ICより、県道65号・
48号線を舘山寺温泉方面へ約
15分。

■塚本こなみの園芸教室 4/29 10：00～11：30
※入園料
大人800円～1,000円、小中学生400円～500円

■夜桜ライトアップ
☆時間 18：00～21：00 （入園は閉園30分前まで）
3月下旬 ～ 4月上旬
※18時以降入園料 大人600円、小・中学生300円
※お出掛けの前に開花状況をご確認下さい。
■フジの花
80ｍに渡るノダ九尺フジ、70ｍのシロフジの藤棚は必
見！
4月下旬

～ 5月上旬

■フジ＆スマイルガーデンライトアップ
☆時間 18：00～21：00
※18時以降入園料 大人600円、小・中学生300円
※昼間から入園されている場合は追加料金なくそのまま
ご覧いただけます。
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イベント名称

開催期間
4月27日 ～

浜松市博物館

開催場所

住所

5月6日

イベント内容
■「なつかしいおもちゃで遊ぼう」

浜松市博物館

中区蜆塚
4-22-1

4月13日

9：00～16：00

問合せ先

アクセス方法

浜松市
博物館

JR浜松駅北口バスターミナル2
番乗り場より、蜆塚・佐鳴台行き
にて、「博物館」下車。

053-4562208

東名浜松西ICより環状線南へ舘
山寺街道左折、富塚経由約20
分。

■かやぶき屋根の古民家で聞く日本の昔ばなし
☆時間 14：00～14：30 （※内容によって前後します。）

■アジアゾウ「ハマコ」の日
☆日時 4/6 14：00～
※場所 ゾウ舎室内観覧通路
■ユキヒョウ「コハク」の日
☆日時 4/7 10：00～
※場所 ユキヒョウ（中獣）舎前
浜松市動物園
4月のイベント
浜松市動物園

西区舘山寺
町
199

■オランウータン「ムカ」の日
☆日時 4/13 11：00～
※場所 オランウータン（類人猿）舎室内観覧通路
■春の写生大会
☆日時 4/13 4/14 4/20 4/21 9：00～16：00
※画用紙配布 正門エントランスにて 9：00～14：00

JR浜松駅北口バスターミナル1
番乗り場より、舘山寺温泉行き
にて約45分「動物園」バス停下
車。

浜松市
動物園
053-4871122

東名3/17オープンの「舘山寺ス
マートIC」より3分。
東名浜松西ICより、県道65号・
48号を舘山寺温泉方面へ約20
分。
ナビは「浜松市動物園正門」と入
力してください。
動物園駐車場が満車の場合
は、フラワーパーク駐車場もご
利用できます。

■ゲームで飼育体験
☆日時 4/20（土） 11：00～
※場所 ゾウ広場 （小学生程度 先着100名様）
※「浜名湖花フェスタ2019」の入園券の提示で動物園の入
園料が410円→250円！（1枚につき1回当日限り有効）
※動物に関するイベントは、動物の健康状態や天候などに
より中止する場合があります。

森町
天宮神社例大祭

4月6日

～

4月7日 天宮神社

天宮神社例大祭は毎年4月の第1土・日曜日に、約1300年
の伝統が受け継がれている「天宮神社十二段舞楽」（国の
重要無形民俗文化財）の奉納が行われます。705年に京都
の藤原綾足が神官として着任した際に、舞楽を奉納したの
が始まりとされています。境内の舞殿を舞台に、お清めの
森町天宮576 「延舞（えんぶ）」に始まり、チョウの遊ぶ姿を演じる「庭胡蝶
（ていこちょう）」や、勇壮な「太平楽」などの十二演目が次々
と演じられます。

森町
観光協会
0538-856316

:JR袋井駅より遠州森町行きバ
ス（約30分）で「遠州森町」バス
停下車 約10分
JR掛川駅より天竜浜名湖線戸
綿駅下車 約25分
:新東名高速森掛川I.Cより約8分

☆時間 15:30～21:00頃
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イベント名称

浦川桜まつり

開催期間

4月7日

開催場所

浦川キャンプ村

住所

天竜区
佐久間町
浦川
3454-12

イベント内容
人形納め（受付11：00まで、1体500円）、大地瀬鍋、ステー
ジイベント、餅投げ大会（14：30頃～）、地場産品販売会など
盛りだくさんの桜まつりです。
など☆時間 10：00～15：00
※雨天の場合は 浦川小学校体育館

問合せ先

アクセス方法

天竜区
観光協会
佐久間支部 新東名浜松いなさ北ICより三遠
053-9651651

南信道・鳳来峡ICへ。国道151号
線を北上し、約60分。

■第1回 所蔵品展
☆日時 4/2～4/21 9:30～17:00 （入館は16:30まで）
4月2日

～ 4月21日

秋野不矩美術館

※観覧料 大人300円、高校生150円、中学生以下、70歳以
上無料、障がい者手帳所持者とその介護者1名は無料
※休館日 毎週月曜日
浜松市
秋野不矩美術館

天竜区二俣
町
二俣130

■特別展「堂本印象 ～飽くなき創造への挑戦～」
☆日時 4/27～6/9 9:30～17:00 （入館は16:30まで）
※観覧料 大人800円、高校生500円、小中学生300円、70
歳以上、障がい者手帳所持者とその介護者1名は半額、静
岡県内の小学生でミュージアムパスポート持参の方は無料

4月27日 ～ 6月9日

浜松市
秋野不矩
美術館

遠州鉄道終点「西鹿島駅」下
車。遠鉄バス「二俣・山東行き」
で「秋野不矩美術館入口」下車、
徒歩約10分。

053-9220315

東名浜松ICより約40分。
新東名浜松浜北ICより約10分。

※休館日 毎週月曜日（ただし、4/29, 5/6は開館）
5/7, 5/8は休館日
江戸時代に公家や大名の姫様が好んで通った「姫街道」、
当時の豪華絢爛な姫様の行列を再現した伝統行事で 姫
様の行列が桜の名所、都田川桜堤を歩きます。大行列の
他、姫様、腰元たちによる手踊りや奴衆による奴踊りなどが
披露されます。

第67回
浜松市姫様道中

4月6日 ～ 4月7日

気賀関所

北区細江町
気賀4577

【メインイベント】
◆姫様道中行列 手踊り 奴踊り
時間： 13:00～15:30
場所： 気賀関所～都田川河川敷桜堤～お祭り広場

浜松市
姫様道中 JR浜松駅北口バスターミナル15
実行委員会 番乗場「気賀」行きバス50分、
「気賀駅前」下車、徒歩3分。

090-7681- 浜松西ＩＣより約20分
5724

【同時開催イベント】
・ステージイベント（都田川河川敷・お祭り広場）
・軽トラ市（都田川河川敷）
・おんさいね！気賀関所へ(気賀関所）
・気賀宿街歩きガイドツアー（気賀商店街）
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イベント名称

おんぞまつり

開催期間

開催場所

ウブギヌ

4月13日

ジンジャ

初生衣神社

住所

イベント内容

機織の祖神天棚機姫命が祀られており、古くから初生衣を
織って伊勢神宮へ奉納されています。（本年は神事と行列
北区三ヶ日町
を行います）
岡本698
☆時間 14:00～

第16回
春野人めぐり

4月13日 ～

4月14日

春野町内
各所

天竜区春野
町

4月14日

The GATE
HAMAMATSU

アクセス方法

三ヶ日町
観光協会

JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗り場より「三ヶ日行き」乗
車、終点より徒歩約15分。

053-5241124

東名三ヶ日ICより国道362号、
301号経由約10分。

春野町内の家や工房・庭などを開放して来場者をお迎えす 春野協働セ
る周遊イベントです。今回は21の参加者で開催します。ミニ ンター 藤江
ライブや各種体験、特産品販売と様々な内容です。
053-983☆時間： 10：00～16：00
0001

浜松市内および近郊のカレー屋さんが集結！様々な国の

浜松魅力発信館
The GATE HAMAMATSU
カレーフェス

問合せ先

中区旭町37
カレーが味わえます☆
JR浜松駅北口
遠州鉄道
☆時間 11：00～15：00頃 (売切れ次第 終了）
高架下

The GATE
HAMAMATSU

JR浜松駅より遠州鉄道に乗り換
え、終点「西鹿島駅」下車後、遠
鉄バス秋葉線にて約60分「春野
協働センター」下車。（目的の場
所にて下車ください）
新東名浜松浜北ICより約40分。

JR浜松駅北口より徒歩約4分。

053-401-0223

■同時開催 遠州市場

初山宝林寺
リュウモンボウタイサイ

4月14日

初山宝林寺

龍文坊大祭

北区細江町
中川65-2

遠州地方の黄檗文化の中心、初山宝林寺の鎮守龍文坊大
ＪＲ浜松北口駅バスターミナル
権現は家内安全・厄除消滅・開運などのご利益があると云
初山宝林寺 15番乗り場より奥山行き,「石岡」
われ、異国情緒漂う境内で大祭が行われます。龍文堂では
下車徒歩10分。
祈祷会が行われ、境内では天白太鼓・龍心太鼓・少女和太
053-542- 東名浜松西ICより約30分。東名
鼓魁鼓・エイサー太鼓の演舞があります。
1473
浜松SAスマートICより約20分。
（要ETC）

☆時間 10:30～15:30

大福寺
弘法大師 御開帳

4月15日 ～ 4月30日 大福寺

鎌倉時代に造られた金剛力士像を左右に配した仁王門、貴
重な文化財を所蔵する宝物館や、室町時代の鑑賞回遊式
庭園があります。庭園は1977年に静岡県指定文化財となっ
ています。寺に製法が伝わる大福寺納豆は日本の浜納豆
北区三ヶ日町 の元祖言われ、現在も昔から変わらぬ手法で作られ、境内
福長220
で販売されています。

大福寺
053-5250278

東名三ヶ日ＩＣから車で20分

☆時間： 9：00～16：00
※拝観料 500円
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イベント名称

山住神社
春の例大祭

開催期間

4月17日

開催場所

山住神社

住所

天竜区水窪
町
山住230

イベント内容

問合せ先

毎年4月17日に行われる春の例大祭は、三方ヶ原の戦いに
敗れた家康公が、浜松城の北東の譲り神として深く信仰し
たことにより、遠州、三河、尾張、信州から多くの信者を集
めました。

山住神社

☆時間 10：00～

エアパーク
浜松広報館20周年記念
イベント

4月20日 ～

4月21日

航空自衛隊
浜松基地

西区西山町
無番地

4月20日 ～ 6月30日 初山宝林寺

北区細江町
中川65-2

新東名浜松浜北ICより約90分

浜松広報館エアーパークは本年4月で開館20周年を迎えま
す。
記念行事を実施いたします。いろいろなイベントを計画して
航空自衛隊 JR浜松駅北口バスターミナル14
います。ぜひ、浜松広報館へお越しください。
浜松広報館 番乗り場より泉・高丘行き「泉4
丁目」下車徒歩10分。

☆時間 9:00～16:00
20周年記念塗装機(T-4)・ラグビーワールドカップ記念塗装
機(T-4)の地上展/広報館記録写真展示 等

初山宝林寺
山田卓司ジオラマ展

053-9871179

アクセス方法

昭和の懐かしい情景をスケールモデルで表現するジオラマ
作家である山田卓司氏の作品を展示します。

053-4721121

東名浜松西ICより約10分。
新東名浜松浜北ICより約45分。

ＪＲ浜松北口駅バスターミナル
初山宝林寺 15番乗り場より奥山行き,「石岡」
下車徒歩10分。

053-5421473

東名浜松西ICより約30分。東名
浜松SAスマートICより約20分。
（要ETC）

■第3日曜日は「凧揚げの日」
浜松まつり会館

4月20日 ～

4月21日 浜松まつり会館

南区中田島
町
1313

☆日時 4/21 9：00～15：00
※小学生以下ミニ凧無料プレゼント、中学生以上が凧購入
希望の場合は300円にて販売。
※高校生以上は別途400円の入館料が必要。

JR浜松駅北口バスターミナル6
浜松
まつり会館 番乗り場より、「中田島砂丘」行

053-4416211

専用の機材で安全に太陽を観察します。昼間に見える天体
もご案内します。

太陽・昼間の星
出張観望会

4月21日

遠州灘海浜公園
（石人の星公園）
正面広場

南区江之島
町
1706

☆時間 13：00～15：00
※申込不要、参加費無料、どなたでもご参加いただけま
す。
※時間内入退場自由。直接会場へお越しください。
※雨天中止

浜松市
天文台
053-4259158

きにて約18分、「中田島砂丘」下
車、徒歩1分。
東名浜松ＩＣより約15分。

JR浜松駅北口バスターミナル6
番乗り場より、三島江之島線で
「県営海浜公園」下車、徒歩1
分。
または中田島高丘線で「中田島
町」下車、徒歩5分。
東名浜松ICより南へ11km、約20
分。
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イベント名称

開催期間

開催場所

住所

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

☆時間 10：00～15：00

サザンクロス
ほしの市

中区砂山町

浜松サザンクロス
砂山銀座
商店街（ほしの市）

4月14日

商店街

※屋根のある商店街が会場のため雨天でも開催可能。
※公共交通機関でのご来場をオススメしています。
詳細は
・instagram @southern.cross_hoshinoichi
・facebook 浜松サザンクロス
■マルシェ・ド・ソラモ 9:00～15:00

4月4日 他
☆日時 4/4 4/6 4/12 4/18 4/19 4/26

浜松
サザンクロス
JR浜松駅北口より徒歩約4分。
ほしのいち
実行委員会

「マルシェ・
ド・ソラモ」
出品者の会
090-5617-3518

ソラモ イベント
及
4月11日
び

ソラモ浜松市
4月25日 ギャラリーモール

中区砂山町
320-2

※雨天決行（大屋根あり）
※台風等でやむ得ない理由
により、中止や開催日時が変 4月20日 ～ 4月22日
更となる場合があります。

■旬の味・採れたてバザール
☆日時 10：00～15：00

■第73回 浜松アートフェスティバル2019
☆日時 10：00～17：00 (最終日は16時まで）

地域農林水産
物をPRする会 JR浜松駅北口より徒歩約3分。
090-1982-4756

VENT
VISION
090-92281823
JR浜松駅北口より徒歩8分。

アクト通り
「ふれあいデイ」

4月21日

アクト通り
中央ロータリー
南側

中区中央

アクト通り
地域住民の交流の場づくりやアクト地区及び中心市街地の
利活用事業 JR浜松駅北口バスターミナル10
にぎわい創出を目的に、「アクト通りふれあいデイ」を開催し
実行委員会 番乗り場より、75番76番のバス
ています。
「県総合庁舎」下車。
☆時間 9：00～12：00 (雨天中止）

平成31年度
まちなかにぎわい
コンサート
プロムナードコンサート

053-4572614

駐車場がありませんので公共交
通機関等にてご来場ください。

6日 庄内中学・神久呂中学他
13日 高台中学・曳馬中学他
20日 舞阪中学・天竜中学他
27日 浜松西高中等部・浜松市中学校選抜吹奏楽団等
4月6日

4月13日
及
4月20日 キタラ
び
4月27日

中区砂山町
浜松駅
北口広場

(公財）
JR浜松駅北口。
浜松市
文化振興財団
☆時間 14:00～ (雨天中止)
東名浜松西ICもしくは浜松ICよ
り車で約20分。
※JR浜松駅北口広場キタラ雨天もしくは雨天が見込まれる 053-451-1151

場合は演奏も中止となる可能性もございます。

※情報は、変更になる場合があります。詳細は各イベント問い合わせ先までお願いいたします。

浜松市観光インフォメーションセンター

2019年3月20日発行
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